
8
樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘・
滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　緯４７２・１１３１（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（http://www.city.higashikurume.lg.jp）
のご意見箱（左メニュー「ご意見・お問い合わせ」
から）

29.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３０２９２８２７２６２２５５

5
土金木水火月日

６６５５４４３３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象　f定員　d講師
g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

人口と世帯＜平成２９年５月１日現在＞　人口１１６,９６２人（うち外国人１,８７３人）／前月比６５増
男５７,１７４人／前月比４０増　女５９,７８８人／前月比２５増　世帯数５３,５７３／前月比１４４増

お子さんの予防接種
①日本脳炎（特例措置）
　日本脳炎ワクチンの積極的勧奨を控
えていたことにより、接種機会を逃し
てしまった１９年４月１日以前に生まれ
た方で、接種が完了していない場合は、
２０歳の誕生日の前日までに接種をご検
討ください。２９年度は次の方を対象に
勧奨を行っています。
　e１５歳・１６歳（１３年４月２日～１５年
４月１日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）、
風しんは人から人
へ感染しやすく、
重症化する場合も
あり、予防接種を
２回することで予
防効果が高まります。２９年度は、次の
対象者へ個別通知を発送します。
　e第１期＝２８年４月１日〜２９年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２３年４月２
日〜２４年４月１日生まれの方j第１期
分は１歳の誕生月に、第２期分は４月
上旬に、それぞれ個別に通知します
　《①・②共通事項》j対象者で通知が
届かない場合は、健康課予防係緯４７７・
００３０へ問い合わせてくださいl同係
食事相談・健康相談
　a①５月２３日（火）午後１時半〜３
時１０分、②６月２日（金）午前９時〜
１１時、いずれも１人３０分程度bわくわ
く健康プラザc生活習慣病予防や健康
づくりに関する個別相談。体組成（体
脂肪率や筋肉率など）の測定。家族か
らの相談もできますh健康診断の結果
表、食事記録などj②は６カ月〜未就
学児の保育ありkl健康課保健サー
ビス係緯４７７・００２２へ

１歳６カ月児健診
　a５月２５日（木）午後０時半〜１時
半bわくわく健康プラザe２７年１０月２２
日〜１１月１５日生まれの幼児k当日直接
会場へl健康課保健サービス係緯４７７・
００２２
３歳児健診
　a６月１日（木）午後０時半〜１時
半bわくわく健康プラザe２６年４月１２
日〜５月３日生まれの幼児k当日直接
会場へl健康課保健サービス係緯４７７・
００２２
ロコモティブシンドローム
予防講演会
　骨や関節、筋肉などの運動器の機能
が低下し、日常生活の動作が困難にな
る状態をロコモティブシンドローム
（ロコモ、運動器症候群）と言います。
ロコモは、急に起こるものではなく、
４０歳代を過ぎたころから始まると言わ
れています。まずは、ロコモを知って
予防を始めましょう。
　〇講演会＝a６月２日（金）午後１
時半〜３時b市民プラザホールe市内
在住・在勤の方f先着１００人d東久留米
市医師会副会長で子田整形外科院長の
子田純夫氏k当日直接会場へ
　〇運動実践講座＝a６月２８日（水）
午後６時〜８時
b市民プラザホ
ールe６５歳未満
の方f先着２０人
d健康運動指導
士の三津間拓也
氏k６月１日（木）から電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
脳の健康教室
　簡単な読み書き・計算で、脳の健康
維持と認知症予防に取り組む教室です。
　a祝日を除く６月１６日〜１１月２４日の
毎週金曜日、午前１０時から１時間程度
b野火止地区センターcドリルを使
った簡単な読み書き、計算学習、参加

燃 や せ な い ご み燃 や せ る ご み

　　紙　　　　　　類　　
資 源 ご み

者同士の交流などe６５歳以上で１人で
会場に通うことができる方f先着１０人
（初回の方優先）
g無料h筆記用具、
飲み物kl５月
１５日（月）午前９
時から電話で介護
福祉課地域ケア係緯４７０・７７７７（内線
２５０１・２５０２）へ
 

幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細は各児童館へ問い合わせを。
 

　☆キッズタイム＝a５月１５日（月）
午後２時半〜３時半c講師からスカッ
トボールを教えてもらいますe小学生
　☆幼児のつどい＝ac１８日が「パオ
パオバルーンで遊ぼう」、２５日が「シャ
ボン玉遊び、５月のお誕生日会」、いず
れも木曜日の午前１０時半〜１１時半e１
歳〜４歳児

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆小学生クッキング＝a２０日（土）
午前１１時〜午後１
時cギョーザを作
ってみようe小学
生f２０人hエ プ ロ
ン、三角巾、ハンカ
チk受け付け中
　☆外遊びの日＝a２８日（日）午後１
時１５分（滝山児童館に集合）〜３時半
（雨天中止）b西部運動広場e小学生
f２０人h飲み物、帽子j動きやすい服
装でk５月１５日（月）午後３時から受
け付け
　☆ベビーマッサージ＝a６月９日
（金）午前１０時半〜１１時半e２カ月〜
９カ月児とその保護者f先着１０組（初
回の方優先）d鈴木あゆみ氏hバスタ
オル、お出掛けセットk５月２６日（金）
午前９時から受け付け（電話可）
◎臨時閉館のお知らせ
　５月２１日（日）は「第４４回東久留米
子どもまつり」のため、４児童館とも
閉館します。

　lごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

　週１回、収集します。
［月曜日］　学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　前沢、南町、滝山
［水曜日］　下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

　週２回、西部地区と東部地区に分け
て収集します。
［月曜日・木曜日］　本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　上の原、神宝町、
　金山町、氷川台、大門町、東本町、
　新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　週１回、収集します。
［木曜日］　浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　上記以外の地域

　★容器包装プラスチック…週１回、
「燃やせないごみ」を出す日の前日（学
園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢は
金曜日）、地域ごとの指定日に収集
　★びん・缶・ペットボトル…週１回程度、
地域ごとの指定日に収集
　★古布…「燃やせるごみの日」に出し
てください（雨天の場合は次回に）

休日・夜間診休日・夜間診療療 必ず保険証をご持参ください

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時〜正午と午後１時〜４時半）
 【内科・小児科】※薬の処方は最低限の日数となります。
　５月２１日
　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、　緯４７３・３６６３）
　５月２８日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　【歯科】
　５月２１日・２８日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯４７４・５１５２）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　５月２１日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　５月２８日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半～１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜～金曜日（午後７時半～１０時半）
　　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、緯０４２・３９６・３８１１）
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【表記の凡例】　 a日時　b場所 　c内容　e対象　f定員　d講師　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

29.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

6
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３０２９２８２７２６２２５５

5
土金木水火月日

６６５５４４３３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

　妊娠中の方や乳幼児のお母さんが、安心して出
産や子育てができるように、お母さんの体、おな
かの赤ちゃんの様子や産後のお子さんの成長・子
育てアドバイス、市の子育てサービスなどの情報
を、定期的にメールで配信しています。まだ登録
していない方は、この機会にぜひご利用ください。
　e市内在住で妊娠中の方とその家族、３歳未満
の乳幼児の保護者g登録は無料、配信費用は登録

者負担j下のＱＲコードまたは電子メールアドレ
スに空メールを送信してください。一両日中に確
認メールが届きます。「重要事項の説明」を読み同
意の上、登録してくださいl健康課緯４７７・００２２

定員２人。前日までに要予約k当日受
け付け
　☆おはなしの日＝a１７日（水）午後
３時４５分〜４時１５分c絵本の読み聞か
せや素話e幼児〜小学生d水曜おはな
し会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ae１８日（木）が
午前１０時半〜１１時１０分、１歳児（うさ
ぎ）。２５日（木）が午前１０時半〜１１時１５
分、２歳〜４歳児（あひる）c触れ合
い遊び
　☆０ちゃんの絵本＝a２４日（水）午
前１１時からc０歳児向けの絵本の読み
聞かせや手遊びなどe０歳児とその保
護者k当日受け付け
　☆中学・高校生年代バスケ大会＝a
６月３日（土）午後５時半〜６時半e
中学・高校生年代h室内シューズ、タ
オルなどk５月２０日（土）午後３時半
から受け付け
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace５
月２４日が「はいはいの会」、７カ月〜１２
カ月児とその保護者。６月７日が「ね
んねの会」、６カ月未満児とその保護者。
いずれも水曜日の午前１０時〜１１時半h
タオルj保育あり。５月１５日（月）から
受け付け。先着３人k当日直接会場へ
　☆本村小なかよし広場新規開催＝a
６月２日（金）午前１０時〜１１時半b本
村小学校１階オアシスルームcお子さ
んと遊びながら、気軽に育児の情報交
換をしましょうe０歳〜５歳児とその
保護者hスリッパk当日直接会場へ徒
歩か自転車で来場を
　☆手作り布おもちゃの会＝a６月６
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０組h裁縫箱、はさみ
j保育はありませんk５月２９日（月）
午前１０時から同センターへ
　☆子育て支援者講座「ごっこ遊びで
育む、成功体験と生きる力」＝a６月
２２日（木）午前１０時〜１１時半b生涯学
習センター集会学習室１・２e市内在
住で子育て中の方f６０人dおもちゃコ
ンサルタントマスターの山口裕美子氏
g無料hタオルハンカチ３枚、輪ゴム
４本j保育あり。先着２０人kl５月２４
日（水）午前１０時から同センターへ
 

　乳幼児とその保護者が安心して楽し
く遊べる場です。ママ友達をつくるお
手伝いもしています。子育て家庭の親
子の交流の場、相談・子育て事情が聞け
る場、学びの場としてご利用ください。
　◎開館日＝月曜〜金曜日（祝日、年
末年始は休館）
　◎ひろば＝利用時間は午前９時半〜

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

午後４時
　▼乳児室＝授乳コーナーと畳の赤ち
ゃんコーナーがあります。赤ちゃんが
安心して遊べるお部屋です▼幼児室＝
ままごと・絵本・積み木・ブロックコ
ーナーがあります▼地域活動室・飲食
室＝子育てグループづくりやサークル
活動に午前・午後各２時間、無料で貸
し出します（要予約）。また、昼食・お
やつにもご利用ください。ポット・電
子レンジがあります
　◎赤ちゃん・ふらっと＝授乳・おむ
つ替えにご利用ください（午前８時半
〜午後５時）
　◎事業案内
　▼赤ちゃん広場＝第１金曜日▼ちび
っこ育児講座＝第２金曜日▼なかよし
広場＝第一小学校が第３火曜日。第六
小学校が第２・第４火曜日。小山小学
校が第２木曜日。詳細は広報紙に掲載
します
　☆なかよし広場＝a５月２３日（火）
午前１０時〜１１時半b第六小学校c気軽
に育児の情報交換をしたり、地域のボ
ランティアと一緒に遊びましょうe０
歳〜５歳児とその保護者hスリッパk
当日直接会場へ徒歩か自転車で来場を
　☆赤ちゃん広場＝a６月２日（金）
午前１０時〜１１時半cママ友達をつくり、
たくさんおしゃべりをしてストレスを
解消しましょう。体重測定や育児相談
を受けますe０歳児とその保護者hバ
スタオルk当日直接会場へ
　☆ちびっこ育児講座＝a６月９日
（金）午前１０時〜１１時半c遊び・生活・
しつけなど、子育ての悩みをテーマに
話し合います。一人で悩まず一緒に考
えましょうe１・２歳児とその保護者
f先着１０組j保育ありk６月１日（木）
午前１０時から同センターへ
　☆育児講座「親子でわくわくヨガ体
験」＝a６月１５日（木）午前１０時１０分
〜１０時４０分と１１時〜１１時半b生涯学習
センターc親子でリラ
クゼーション。ヨガで
身体をほぐし育児や家
事の疲れを癒しましょ
うeよちよち歩きがで
きる幼児とその保護者f各回１５組dベ
ビーマッサージ協会キッズヨガ認定講
師の渡辺直子氏kl５月２５日（木）午
前１０時からセンター上の原へ
　☆休館日のお知らせ＝５月２５日（木）
は館内整備のため休館します
 

ぬいぐるみのお泊まり会
　お気に入りのぬいぐるみが図書館で
２日間お泊まりします。また、ぬいぐ
るみと一緒に絵本を読みます。
　a６月１日（木）午後３時半から
（３時１５分から受け付け）b滝山図書
館児童コーナーe３歳児〜小学２年生
g無料j駐車場はありませんkl同館
緯４７１・７２１６へ

 

　☆幼児のつどい＝ac５月１８日が
「新聞紙遊び」、２５日が「マット遊び」、
いずれも木曜日の午前１０時半〜１１時半
e幼児
　☆きらら＝a１９日（金）午前１０時半
〜１１時半c幼児のつ
どいの出席シールを
折り紙で折りながら
子育ての情報交換を
しますe幼児とその
保護者
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２６日（金）午前１０時半〜１１
時c絵本の読み聞かせとわらべ歌e０
歳児とその保護者
　☆工作の日＝a２６日（金）午後２時
からと２７日（土）午後１時半からcプ
ラ板工作e小・中学生k当日午後４時
半まで受け付け
　☆夏祭り実行委員会＝a２７日（土）
午後２時からc７月１日（土）の夏祭
りに向けて相談をしますe小・中学生
 

　☆赤ちゃん広場＝ac①５月１７日
（水）が「親子のコミュニケーション
ワークとティータイム」、講師は炭田契

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

恵子氏、飲み物持参②２４日（水）午前
１０時半〜１１時半が「ベビーマッサージ」、
先着２５組、講師は渡辺直子氏、バスタ
オル、おむつ、飲み物（母乳可）持参
e０歳児とその保護者k①が当日受け
付け②が５月１７日（水）午前９時から
受け付け（電話可）
　☆ドッジボールの日＝a１７日（水）
午後３時半からe小学生
　☆幼児のつどい＝ace①１８日が
「水遊びと５月のお誕生日会」、２歳〜
４歳児。②２５日が「マラカス作りと５
月のお誕生日会」、１歳児。いずれも木
曜日の午前１０時半からj①は汚れても
いい服装で
　☆中高生年代卓球大会＝a２６日（金）
午後５時半からe中学・高校生年代k
当日受け付け
　☆リラクゼーションヨガ＝a３０日
（火）午前１０時半〜１１時c親子で参加
できるヨガe乳幼児とその保護者f先
着１５組d aki 氏h長めのタオル、飲み物

アキ

j足先の出る動きやすい服装で。妊娠
初期の方はご遠慮くださいk５月１６日
（火）午前９時から受け付け（電話可）
 

　☆ぴよぴよママの会＝a５月１７日
（水）午前１０時〜１１時半c助産師によ
る体重測定・育児相談などe０歳児と
その保護者jきょうだいの保育あり。

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り
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くりと思われます。「解決に導く」「ス
ピード解決」などとうたい、相手と
交渉してくれるかのような表現も多
く見られますが、探偵業者ができる
のは調査だけです。有償で相手と交
渉をすることはできません。弁護士
法に違反すると考えられています。
トラブルが調査だけで解決するとは
考えられませんし、調査をしている
かどうかも不明で、詐欺業者との関
係が疑われるケースさえあります。
探偵業者は契約に当たって書面を交
付する義務があります。契約する前
にその内容をよく確認しましょう。
　そもそもワンクリック詐欺や架空
請求では、相手にお金を払う必要は
ありません。こちらの名前やメール
アドレス、電話番号を知られたとし
てもその情報を取り戻す方法はあり
ません。交渉せず無視するしかない
のです。
　ワンクリック詐欺などの被害に遭
っても、すぐに対処する必要はあり
ません。二次被害に遭わないよう、
焦らず消費者センターなど、信頼で
きる機関に相談してください。
《消費者相談》
●平日の午前１０時〜正午、午後１時
〜４時＝市消費者センター（市役所
２階生活文化課内）緯４７３・４５０５
●土曜日の午前９時〜午後５時、日
曜日、祝日の午前１０時〜午後４時＝
消費者ホットライン緯１８８

ネットトラブルの解決をうたう
探偵業者に注意
Ｑ.　スマートフォンでアダルトサ
イトに接続したら、一度クリックし
ただけで「登録完了」になってしま
いました。慌てて「消費者トラブル」
で検索して上位に表示された「相談
無料」の窓口に電話したところ探偵
業者でした。「トラブル解決」をうた
っていますがお金を払って大丈夫で
しょうか。
Ａ.　いわゆるワンクリック詐欺や
架空請求の相談が今も多く寄せられ
ています。深夜や休日に焦って、こ
のように探偵や行政書士などの業者
に連絡する人もいるようです。
　検索で上位に出ていると安心でき
ると錯覚しがちです。あたかも公的
機関を連想させるような名称を使っ
ている場合もありますが、実は広告
を出している業者です。公共機関の
消費者センターなどが広告を出すこ
とはありません。
　広告で「相談無料」をうたってい
るのは契約へ導くためのきっかけづ
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　利用希望者、協力希望者は説明会に
参加し登録します。協力者は講習会を
受講後、サポート会員となり、実際に
お子さんの支援を行います。この機会
に説明会にご参加ください。
　ab説明会＝①５月１９日（金）午前
１０時からが東部地域センター会議室２
②６月２日（金）午後１時半からがわ
くわく健康プラザ社協会議室▼講習会
＝６月下旬h入会希望者（保護者）の
顔写真j保育あり（土曜・日曜日を除
く３日前までに要予約）kl同サポー
ト・センター事務局緯４７５・３２９４へ
「第15回多摩ブルー・グリーン賞」
を募集します
〜多摩信用金庫主催、東久留米市他後援
　多摩地域の中小企業の活性化と地域
経済の振興に寄与することを目的とし
た顕彰制度です。優れた技術・製品を
表彰する「多摩ブルー賞」と、新しい
ビジネスモデルを表彰する「多摩グリ
ーン賞」があり、各最優秀賞に副賞１００
万円、各優秀賞に副賞５０万円を贈呈し
ます。また、受賞者限定の多摩ブルー・
グリーン倶楽部で、継続的なネットワ
ークも構築できます。
　a５月２２日（月）〜９月１日（金）
e多摩地域と周辺地域に事業拠点を置
く中小企業・個人事業主などkl多摩
ブルー・グリーン賞事務局緯０４２・５２６・
７７２９へ
くるくるチャンネル
「出張サポート」のご案内
　東久留米市民の情報サイト「くるく
るチャンネル」では、月２回程度、登
録団体へ記事作成や写真掲載方法のサ
ポートを市民プラザで行っています。
市民活動の情報発信にご活用ください。
また、新規登録を希望する方も、ぜひ
お越しください。
　a５月２３日、６月６日のいずれも火
曜日、午前９時４５分〜１１時半と、６月
２４日（土）午後１時〜３時lくるくる
チャンネル事務局緯４５７・３０００または
生活文化課緯４７０・７７３８
失敗しないライフプラン
〜ただ保険料を払っていませんか〜
　節税を含めた、未来のお金と現在の
お金を考える講座です。
　a６月４日（日）午後２時〜４時b
市民プラザ会議室f２０人g１００円kl
市民プラザ緯４７０・７８１３へ
初夏の野草を観察しませんか
　初夏の空気を感じながら、野草の観
察をしませんか。この時期はヤマホタ
ルブクロ、ナミキソウ、シャクなどの
野草を観察できるかもしれません。野
草に詳しいボランティアが案内します。
　a６月１１日（日）午前１０時から（雨
天の場合は１８日）b野草園（浅間町２
－６）g無料h筆記用具k当日直接会
場へl市文化協会緯４７７・４７００
つくってあそぼう
〜市教育委員会主催、市文化協会主管、
東久留米のびのびレクリエーション研
究会企画・運営
　「つくる」から「あそぶ」まで、木の
実や貝殻など自然の素材や身近にある
物を使い、手作りの作品を作って遊び
ましょう。企画運営に参加するスタッ
フも募集しています。
　a６月２４日（土）午後１時半〜３時
半b生涯学習センター集会学習室e市
内在住・在学の小学２年生以下（未就
学児は保護者同伴）の児童f先着２０人
g参加者・保護者１人につき１００円（材
料費・保険代）k５月１５日（月）から、
電話（第４月曜を除く平日の午前９時
〜午後５時）または講座名・住所・氏名・

電話番号を記入の上、ファクスで市文
化協会緯４７７・４７００（ファクス同）へ
l同協会
「わくわく冒険隊自然体験教室」
参加者を募集します
〜市体育協会主催
　楽しい野外活動を体験してわくわく
しよう。夏休みのメインイベントとし
ていろいろ体験しましょう。
　a８月２７日（日）〜２９日（火）b国
立中央青少年交流の家（静岡県御殿場
市）e小学５年〜中学３年生で持病の
ない、健康で団体生活のできる方（食
物アレルギーがある方は参加できない
場合があります）f３６人（応募者多数
の場合は抽選）g１万３,０００円i準備会
を開催します（日程は決定次第連絡）。
準備会に出席できない場合は参加でき
ませんj保護者説明会を７月９日（日）
午後１時からスポーツセンター３階会
議室で行いますk５月３１日（水）まで
に（必着）、往復はがきに教室名・氏名
（ふりがな）・住所・電話番号・学校
名・学年・生年月日・性別・年齢・保
護者名を記入の上、〒２０３－００１１、大
門町２－１４－３７、スポーツセンター内
体育協会宛て郵送をl同協会緯４７０・
２７２２
 

佐々総合病院 市民公開講座
　a５月３１日（水）午後３時〜４時b
同病院３号館４階ホールc「明日のた
めに、健康診断を受けよう！〜健康寿
命をのばすには〜」d内科医の須甲松
信氏g無料k当日直接会場へl同病院
広報室緯４６１・１５３５
薬湯の日“ 枇  杷 の葉湯”

び わ

　ab６月４日（日）、源の湯（東本町
７－６、緯４７１・０００５）が午後３時半
〜１１時、第二喜多の湯（幸町１－５－１０、
緯４７１・２４７５）が午後３時〜１０時半j
６歳以下は無料l各利用施設

ガ イ ド

 

ジュニア育成地域振興事業
〜都・都体育協会・市体育協会主催、
市ソフトテニス連盟主管
①ジュニアソフトテニス教室
　a全１５回。６月〜１０月の原則毎月第
１〜第４土曜日、６月〜９月が午前１０
時〜正午、１０月が午前９時〜１１時b柳
窪テニスコートe市内在住・在学の小
学３年〜中学１年生f小学生３０人、中
学生２０人g無料hテニスシューズ、ラ
ケット、タオル、帽子、飲み物k５月２４
日（水）までに（必着）、往復はがきに教
室名・住所・氏名・性別・電話番号・学校
名・学年、返信用にも住所・氏名を記入
の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、
スポーツセンター内、市体育協会宛て
郵送またはファクス（４７０・４６００）で送信
をl同協会緯４７０・２７２２
②ジュニアソフトテニス初心者教室
　a６月１０日（土）午前８時半〜午後
４時b市立テニスコートe市内在住・
在学で小学３年〜中学生の初心者f小
学生１５人、中学生８５人g無料hテニス
シューズ、ラケット、タオル、帽子、
弁当、飲み物k５月３１日（水）までに（必
着）、往復はがきに教室名・住所・氏
名・性別・電話番号・学校名・学年、
返信用にも住所・氏名を記入の上、〒
２０３－００１１、大門町２－１４－３７、スポ
ーツセンター内、市体育協会事務局宛
て郵送をl同協会事務局緯４７０・２７２２
シニアスポーツ振興事業
ユニカール教室
〜市ユニカール協会主催
　氷上ではなく、カーペットの上のカ
ーリングです。適度な運動量で、シン
プルで奥深いニュースポーツです。誰
でも手軽に楽しめます。
　a６月１０日・２４日、７月８日・２２日
のいずれも土曜日b青少年センターe
市内在住の方g無料h運動靴、飲み物
j軽運動ができる服装でkl市体育
協会緯４７０・２７２２へ
フィットネスウオーキング
〜生涯学習課主催・スポーツ推進委員
会主管
　健康運動指導士とフィットネスウオ
ーキング指導員の資格を持つ講師と、
市内を４〜５娃歩きます。参加賞もあ
ります。
　a６月２４日（土）午前９時２０分〜正
午（９時から受け付け）b市民プラザ
ホールほかe市内在住・在勤・在学の
方f先着５０人hタオル、飲み物i運動
靴と運動ができる服装でj雨天の場合
は室内で行いますk５月１５日（月）〜
６月１５日（木）に、市ホームページか
ら取得した申込用紙に氏名・年齢・性
別・住所・電話番号・申込日、在勤・
在学の場合は勤務先・学校名を記入の
上、「６月２４日フィットネスウオーキン
グ参加希望」と明記して、ファクス
（４７０・７８１１）で生涯学習課へl同課
緯４７０・７７８４
 

多摩六都フェア
2017こだいら合唱団員を募集
　１２月１７日（日）に「ルネこだいら」
（小平市美園町一丁目）でメンデルス
ゾーンの交響曲第２番「讃歌」を市民
オーケストラやプロのソリストと共に
歌う合唱団員を募集します。

　a練習日＝全２７回。７月５日〜１２月
１３日の水曜日と１１月１９日（日）、１２月９
日（土）・１６日（土）のいずれも午後７
時〜９時１５分bルネこだいらレセプシ
ョンホール他e原則として東久留米市、
小平市、東村山市、清瀬市、西東京市
に在住・在勤・在学の方f女声１５０人、
男声５０人d柳嶋耕太氏他g一般＝１万
６,０００円▼学生＝１万４,０００円　※他に
楽譜代２,０００円が必要です。j指揮＝中
島章博氏▼共演＝東村山交響楽団k５
月３１日（水）までに（消印有効）、往復
はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・パート（自己申告）・楽譜（ペー
タース版を使用）購入希望の有無を記
入の上、〒１８７－００４１、小平市美園町
１－８－５、小平市文化振興財団「２０１７
こだいら合唱団」団員募集係宛て郵送
をl同合唱団実行委員会・石原緯０９０・
４５３１・４６７３
中学英語で道案内
〜これを知っておけば大丈夫！〜
　a６月７日（水）・１４日（水）の午前
１０時〜正午b西部地域センター第２・
第３講習室c東京オリンピック・パラ
リンピック開催に向けて、英語で道案
内する機会が多くなります。そんなと
きに備えて、道案内のこつをFIFAワ
ールドカップ通訳が丁寧に指導する初
心者向けの講座ですf先着３０人d浦崎
友恵氏g２回で１,０００円kl５月１５日
（月）午前９時から同センター緯４７１・
７２１０へ
多摩六都科学館
全天88星座〜光が語る天球の地図〜
　有史以来、人は星空に絵を描き、物
語を紡いできました。今回は、水と緑
と子どもをテーマに、東久留米出身の
アーティストの大小島真木氏が描いた
新しい姿の全天８８星座を紹介します。
　a７月１４日（金）まで。水曜・土曜・
日曜日は午後１時１０分からと午後３時
５０分から、その他の曜日は午後３時５０
分から。１回約４５分f２３４席g大人
１,０００円、４歳児〜高校生４００円（小学
２年生以下は保護者同伴）l同館緯
４６９・６１００
多摩六都科学館ツアー
参加者を募集します
〜団塊くるねっと主催
　私たちが暮らす武蔵野台地はどのよ
うにしてつくられてきたのでしょう。
団塊くるねっとでは、
武蔵野台地を探る多
摩六都科学館ツアー
を同館の協力で実施
します。プラネタリ
ウムで美しい星空を楽しんだ後、同館
のスタッフのガイドで展示室を見学し、
科学学習室で、「武蔵野台地の地形や地
質」について東久留米に多い湧水にも
触れながら、地学担当スタッフの話を
聴きます。台地の形成の歴史を探って
みませんか。
　a６月２１日（水）午後０時半に同館
入口に集合（雨天決行）、４時終了予定
（５時まで館内見学可）f３０人g８００円
（入場料・プラネタリウム見学料。団
体割引適用）k６月１０日（土）までに、
氏名・住所・電話番号を団塊くるねっ
と・石井緯０９０・５４０３・７１７８、または
同団体・石川宛てファクス（４７６・２８７２）
で送信をl同団体担当者または生活文
化課緯４７０・７７３８
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　お子さんの送迎、見守りでお困りの
方に市民の協力者がサポートする有償
の地域の助け合いです。


